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 ○ 事業周知チラシ 

 ○ 国要綱 
平成26年8月18日付け老発0818号第1号 厚生労働省老健局長発「地

域支援事業の実施について」における「３ 任意事業」の「ア 認知症初期集

中支援推進事業」（別添５） 

 ○ 認知症高齢者等支援プロジェクト設置要綱 

 ○ 認知症初期集中支援チームモデル事業 使用帳票 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



高齢者のみなさんが、住みなれた地域で、
いつまでも健やかに生活していけるよう、

が東淀川区内で活動をはじめています！

認知症初期集中支援チーム
（愛称：ほほえみオレンジチーム）

認知症の専門医と専門知識をもつ看護師・保健

師・介護福祉士で構成しています。

認知症初期集中支援チームとは？

ご相談・ご連絡は、 ☎７７３０－０００２
（東淀川区地域包括支援センター内）

区内在宅の認知症またはその疑いのある方及びご

家族を訪問し、アセスメントや受診勧奨、家族サ

ポート等の初期支援を包括的・集中的に行います。

こんな仕事をします！

４０歳以上で、自宅で生活をされており、かつ認知症が疑われる方や認知症の

方で、次の①～③に該当する方。

①認知症疾患の臨床診断をうけていない方、または治療を中断している方

②医療サービスや介護保険サービスを利用していない方

③何らかのサービスは受けているが、認知症による症状が強く、どのように対

応してよいのか困っている方

対象となる方は？

※ この事業は、大阪市の平成２６年度モデル事業を東淀川区社会福祉協議会が受託し、実施するものです。

（東淀川区地域包括支援センター内）



日常の暮らしの中で、認知症ではないかと思われる言動を、「家族の会」の会員の

経験からまとめたものです。医学的な診断基準ではありませんが、暮らしの中での目

安として参考にしてください。

いくつか思い当たることがあれば、専門家に相談してみることがよいでしょう。

●もの忘れがひどい

□1

今切ったばかりなのに、電話の

相手の名前を忘れる

□2 

同じことを何度も言う・問う・

する

□3 

しまい忘れ置き忘れが増え、い

つも探し物をしている

●判断・理解力が衰える

□5 

料理・片付け・計算・運転など

のミスが多くなった

□6 

新しいことが覚えられない

□7 

話のつじつまが合わない

□8 

テレビ番組の内容が理解できな

●時間・場所がわからな

□9 

約束の日時や場所を間違える

ようになった

□10 

慣れた道でも迷うことがある

●もの忘れがひどい ●判断・理解力が衰える ●時間・場所がわからない

出典／公益社団法人認知症の人と家族の会作

□4 

財布・通帳・衣類などを盗まれ

たと人を疑う

テレビ番組の内容が理解できな

くなった

●人柄が変わる

□11

些細なことで怒りっぽくなった

□12 

周りへの気づかいがなくなり頑

固になった

□13 

自分の失敗を人のせいにする

□14

「このごろ様子がおかしい」と

周囲から言われた

●人柄が変わる ●不安感が強い

□15 

ひとりになると怖がったり寂し

がったりする

□16 

外出時、持ち物を何度も確かめ

る

□17 

「頭が変になった」と本人が訴

える

●不安感が強い ●意欲がなくなる

□18 

下着を替えず、身だしなみを

構わなくなった

□19 

趣味や好きなテレビ番組に興

味を示さなくなった

□20 

ふさぎ込んで何をするのも億

劫がりいやがる

●意欲がなくなる

（H26.8 地域団体･関係機関用）

出典／公益社団法人認知症の人と家族の会作
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東淀川区の認知症初期集中支援チーム（愛
称：ほほえみオレンジチーム）が、あなたと
ご家族をサポートします！

いつまでも健やかな生

活をつづけるために‥

が大切です！

認知症の

認知症で困ったとき

ご相談・ご連絡は、
☎ 7730‐0002
（東淀川区地域包括支援センター内）

認知症かな？

対象となる方は
４０歳以上で、自宅で生活をされており、

かつ認知症が疑われる方や認知症でお困

りの方。

チーム員は
認知症の専門医と専門知識をもつ

看護師・保健師・介護福祉士で構

成します。

取り組みは
看護師等が、区内在住の認知症または

その疑いのある方およびご家族を訪問

し、アセスメントや受診勧奨、家族サ

ポートなどの初期支援を包括的・集中

的に行います。

※ この事業は、大阪市の平成２６年度モデル事業を東淀川区社会福祉協議会が受託し、実施するものです。

ご相談・ご連絡は、
（東淀川区地域包括支援センター内）
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